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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
構造物の設計領域を示す設計領域データを格納する設計領域データ格納部と、
初期構造が設定された設計領域の各部が構造を形成する物体領域、空洞を形成する空洞
領域、又はそれら領域の境界であるかを示し、物体領域を表す値及び空洞領域を表す値の
間の所定値が前記境界を表すレベルセット関数を示すレベルセット関数データを格納して
いるレベルセット関数データ格納部と、
所定の制約条件下において、剛性等の構造物の性能を目標値に近づけるように前記レベ
ルセット関数を更新して、前記物体領域内のトポロジー変化（形態変化）及び前記物体領
域と前記空洞領域との境界の移動を同時に行わせるレベルセット関数更新部と、を具備す
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る構造最適化装置。
【請求項２】
構造物の設計領域を示す設計領域データを格納する設計領域データ格納部と、
初期構造が設定された設計領域の各部が構造を形成する物体領域、空洞を形成する空洞
領域、又はそれら領域の境界であるかを示し、物体領域を表す値及び空洞領域を表す値の
間の所定値が前記境界を表すレベルセット関数を示すレベルセット関数データを格納して
いるレベルセット関数データ格納部と、
所定の制約条件下において、剛性等の構造物の性能を目標値に近づけるように前記レベ
ルセット関数を更新して、前記物体領域と前記空洞領域との境界を移動させるとともに、
前記レベルセット関数の更新に伴う前記物体領域内のトポロジー変化（形態変化）を許容
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して前記物体領域内に新たな空洞領域を形成し、その新たな空洞領域と物体領域との境界
を移動させるレベルセット関数更新部とを具備し、
前記レベルセット関数更新部が、レベルセット関数を変数とする関数族、物体領域にお
けるエネルギー密度、空洞領域におけるエネルギー密度、及び界面エネルギー密度により
示されるエネルギー汎関数から、エネルギー汎関数最小化原理に従って、前記レベルセッ
ト関数の時間発展を示す反応拡散方程式を算出し、当該反応拡散方程式を用いて前記レベ
ルセット関数を時間発展させることにより、前記レベルセット関数を更新するものである
構造最適化装置。
【請求項３】
前記レベルセット関数更新部が、前記レベルセット関数を更新した結果得られる構造の
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構造的な複雑さを示す複雑度が予め設定された複雑度となるように、前記レベルセット関
数を更新するものである請求項１記載の構造最適化装置。
【請求項４】
入力手段により、構造物の設計領域を示す設計領域データをコンピュータに入力する設
計領域データ入力ステップと、
入力手段により、初期構造が設定された設計領域の各部が構造を形成する物体領域、空
洞を形成する空洞領域、又はそれら領域の境界であるかを示し、物体領域を表す値及び空
洞領域を表す値の間の所定値が前記境界を表すレベルセット関数を示すレベルセット関数
データを前記コンピュータに入力するレベルセット関数入力ステップと、
前記コンピュータに設けられたレベルセット関数更新部により、所定の制約条件下にお
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いて、剛性等の構造物の性能を目標値に近づけるように前記レベルセット関数を更新して
、前記物体領域内のトポロジー変化（形態変化）及び前記物体領域と前記空洞領域との境
界の移動を同時に行わせるレベルセット関数更新ステップと、を具備する構造最適化方法
。
【請求項５】
構造物の設計領域を示す設計領域データを格納する設計領域データ格納部と、
初期構造が設定された設計領域の各部が構造を形成する物体領域、空洞を形成する空洞
領域、又はそれら領域の境界であるかを示し、物体領域を表す値及び空洞領域を表す値の
間の所定値が前記境界を表すレベルセット関数を示すレベルセット関数データを格納して
いるレベルセット関数データ格納部と、
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所定の制約条件下において、剛性等の構造物の性能を目標値に近づけるように前記レベ
ルセット関数を更新して、前記物体領域内のトポロジー変化（形態変化）及び前記物体領
域と前記空洞領域との境界の移動を同時に行わせるレベルセット関数更新部と、としての
機能をコンピュータに備えさせる構造最適化プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、構造最適化装置、構造最適化方法及び構造最適化プログラムに関するもので
ある。
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【背景技術】
【０００２】
従来、構造最適化の方法としては、寸法最適化、形状最適化、トポロジー最適化がある
。
【０００３】
この中の形状最適化は、外形形状を設計変数として、感度情報に基づいて前記外形形状
を更新することにより最適構造を得る方法であり、実用的な方法として機械産業において
広く利用されている。
【０００４】
しかしながら、形状最適化は、最適構造の穴の数などの形態を変更することが難しいと
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いう欠点をもち、構造の大幅な性能向上を期待できない。
【０００５】
これに対して、トポロジー最適化は、最適設計問題を材料分布問題に置き換えて解くこ
とにより、最適構造の形態変更を可能とし、構造の大幅な性能向上を期待できる。
【０００６】
しかしながら、トポロジー最適化はグレースケールなどの数値不安定性問題を生じるこ
とがある。
【０００７】
そして近年、新しい構造最適化方法として、レベルセット法に基づく構造最適化が提案
されている（非特許文献１）。
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【０００８】
この方法は、外形形状を１次元高位のレベルセット関数で表現し、形状と形態の変更を
レベルセット関数値の変化に置き換えて最適構造を得る。これにより従来のトポロジー最
適化とは異なり、最適構造の輪郭を常に明確に表現することが可能であり、グレースケー
ルなどの問題を生じることがないという長所を有する。
【０００９】
しかしながら、レベルセット法は、移流方程式に基づいてレベルセット関数を更新させ
るため、外形形状（物体領域）に穴が創出されるようなトポロジー変化（形態変化）を許
容しないことを前提としている。
【００１０】
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これに対して、非特許文献２に示すように、レベルセット法に基づく構造最適化の過程
において、適宜、目的関数のトポロジカルデリバティブに基づいて、恣意的に穴を創出す
る方法が提案されている。また、非特許文献３に示すように、最適化の過程において、ト
ポロジカルデリバティブの値が所定の閾値である物体領域（構造を形成する領域）を空洞
領域（空洞を形成する領域）に置き換えることにより、外形形状（物体領域）に穴が創出
されるようなトポロジー変化（形態変化）を許容する方法が提案されている。
【００１１】
しかしながら、いずれの方法も、穴の数又は閾知の設定などのパラメータの依存性が極
めて高く、適切にそれらのパラメータを設定しなければ、物理的に妥当な最適構造が得ら
れないという問題がある（非特許文献４参照）
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【先行技術文献】
【非特許文献】
【００１２】
【非特許文献１】Wang, M. Y., Wang, X. and Guo, D., A level Set Method forStructu
ral Topology Optimization, Computer Methods in Applied Mechanics andEngineering,
Vol.192, (2003), pp.227‑246.
【非特許文献２】Yamasaki, S., Nishiwaki, S., Yamada, T., Izui, K., andYoshimura,
M., A Structural Optimization Method Based on the Level Set MethodUsing A New G
eometry‑based Re‑initialization Scheme, International Journal for NumericalMetho
ds in Engineering,Vol. 18, (2008), pp.487‑505.
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【非特許文献３】Park, K. S., and Youn, S. K., Topology Optimization ofshell stru
ctures using adaptive inner‑front (AIF) level set method, Structuraland Multidis
ciplinary Optimization, Vol.36, (2008), pp.43‑58.
【非特許文献４】Yamada, T., Nishiwaki, S., Izui, K., and Yoshimura, M., AStudy o
f Boundary Setting in the Design Domain for Structural OptimizationBased on the
Level Set Method, Transaction of the Japan Society for Industrialand Applied Mat
hematics, (submitted).
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
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そこで本発明は、上記問題点を一挙に解決するためになされたものであり、最適構造の
明確な形状表現を可能にし、物体領域でのトポロジー変化を許容する等の自由度の高い構
造最適化を可能にすることをその主たる所期課題とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
すなわち本発明に構造最適化装置は、以下の構成（１）〜（３）を具備することを特徴
とする。
【００１５】
（１）構造物の設計領域を示す設計領域データを格納する設計領域データ格納部。
（２）初期構造が設定された設計領域の各部が構造を形成する物体領域、空洞を形成す
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る空洞領域、又はそれら領域の境界であるかを示し、物体領域を表す値及び空洞領域を表
す値の間の所定値が前記境界を表すレベルセット関数を示すレベルセット関数データを格
納しているレベルセット関数データ格納部。
（３）所定の制約条件下において、剛性等の構造物の性能を目標値に近づけるように前
記レベルセット関数を更新して、前記物体領域と前記空洞領域との境界の形態及び形状を
同時に変化させるレベルセット関数更新部。
【００１６】
このようなものであれば、物体領域を表す値及び空洞領域を表す値の間の所定値が、物
体領域及び空洞領域の境界を示すレベルセット関数を用いていることにより、最適構造の
明確な形状表現を可能にすることができる。また、物体領域及び空洞領域間の境界を移動
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させるとともに、物体領域内でのトポロジー変化を許容して新たに生じる境界を移動させ
るようにレベルセット関数を更新することにより、物体領域でのトポロジー変化を許容す
る等の自由度の高い構造最適化を可能にすることができる。
【００１７】
レベルセット関数の更新方法の具体的な実施の態様としては、前記レベルセット関数更
新部が、レベルセット関数を変数とする関数族、物体領域におけるエネルギー密度、空洞
領域におけるエネルギー密度、及び界面エネルギー密度により示されるエネルギー汎関数
を、エネルギー汎関数最小化原理に従って、前記レベルセット関数の時間発展を示す反応
拡散方程式を算出し、当該反応拡散方程式を用いて前記レベルセット関数を時間発展させ
ることにより、前記レベルセット関数を更新するものであることが望ましい。
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【００１８】
また、前記レベルセット関数更新部が、前記レベルセット関数を更新した結果得られる
構造の構造的な複雑さを示す複雑度が予め設定された複雑度となるように、前記レベルセ
ット関数を更新するものであることが望ましい。これならば、無数に存在する局所最適解
の中で、設計者（ユーザ）の意図した構造の複雑さ（つまり細かさ）を有する最適構造を
創成することができる。
【００１９】
また本発明に係る構造最適化方法は、構造物の設計領域を定める設計領域設定ステップ
と、初期構造が設定された設計領域の各部が構造を形成する物体領域、空洞を形成する空
洞領域、又はそれら領域の境界であるかを示し、物体領域を表す値及び空洞領域を表す値
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の間の所定値が前記境界を表すレベルセット関数を定めるレベルセット関数設定ステップ
と、所定の制約条件下において、剛性等の構造物の性能を目標値に近づけるように前記レ
ベルセット関数を更新して、前記物体領域と前記空洞領域との境界の形態及び形状を同時
に変化させるレベルセット関数更新ステップと、を具備する。
【００２０】
さらに本発明に係る構造最適化プログラムは、構造物の設計領域を示す設計領域データ
を格納する設計領域データ格納部と、初期構造が設定された設計領域の各部が構造を形成
する物体領域、空洞を形成する空洞領域、又はそれら領域の境界であるかを示し、物体領
域を表す値及び空洞領域を表す値の間の所定値が前記境界を表すレベルセット関数を示す
レベルセット関数データを格納しているレベルセット関数データ格納部と、所定の制約条
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件下において、剛性等の構造物の性能を目標値に近づけるように前記レベルセット関数を
更新して、前記物体領域と前記空洞領域との境界の形態及び形状を同時に変化させるレベ
ルセット関数更新部と、としての機能をコンピュータに備えさせることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２１】
このように本発明によれば、最適構造の明確な形状表現を可能にし、物体領域でのトポ
ロジー変化を許容する等の自由度の高い構造最適化を可能にすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本実施形態に係る構造最適化装置の機器構成図である。
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【図２】同実施形態に係る構造最適化装置の機能構成図である。
【図３】同実施形態の最適化アルゴリズムを示すフローチャートである。
【図４】レベルセット法における物体領域、空洞領域及び境界を示す図である。
【図５】設計問題１及び設計問題２の設計領域と境界条件を示す図である。
【図６】Ｋ１（φ）＝１の初期構造、最適化過程の構造及び最適構造を示す図である。
【図７】Ｋ２（φ）＝ｅｘｐ（−φ２）の初期構造、最適化過程の構造及び最適構造を示
す図である。
【図８】初期構造に関する比較を行うためのＣａｓｅ１の初期構造、最適化過程の構造及
び最適構造を示す図である。
【図９】初期構造に関する比較を行うためのＣａｓｅ２の初期構造、最適化過程の構造及

20

び最適構造を示す図である。
【図１０】設計問題１における複雑度係数に関する比較を示す図である。
【図１１】設計問題２における複雑度係数に関する比較を示す図である。
【図１２】等断面制約を付加した場合の最適化問題の設計領域と境界条件を示す図である
。
【図１３】等断面制約を付加しない場合及び付加した場合の最適構造を示す図である。
【図１４】熱伝達問題の設計領域と境界条件を示す図である。
【図１５】熱伝達問題の初期構造及び複雑度係数別の最適構造を示す図である。
【図１６】内部発熱問題の設計領域及び境界条件を示す図である。
【図１７】内部発熱問の複雑度係数別の最適構造を示す図である。
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【発明を実施するための形態】
【００２３】
次に、本発明の一実施形態について図面を参照して説明する。なお、図１は本実施形態
の構造最適化装置１００の機器構成図であり、図２は構造最適化装置１００の機能構成図
であり、図３は構造最適化装置１００の動作を示すフローチャートである。
【００２４】
＜装置構成＞
本実施形態に係る構造最適化装置１００は、予め設定された設計領域内に、所定の制約
条件下において所望の性能を有する構造物を創成するものであり、図１に示すように、Ｃ
ＰＵ１０１に加えて揮発メモリやＨＤＤ等の記憶装置１０２を備え、さらにマウスやキー
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ボード等の入力手段１０３、解析モデルや演算結果の出力するためのディスプレイやプリ
ンタ等からなる出力手段１０５を接続するための入出力インターフェイス１０４等を有し
た汎用乃至は専用のコンピュータである。
【００２５】
そして、所定のプログラムを前記記憶装置１０２にインストールし、そのプログラムに
基づいてＣＰＵ１０１や周辺機器を協働させることにより、この構造最適化装置１００は
、図２の機能構成図に示すように、設計領域データ格納部１、レベルセット関数データ格
納部２、境界条件データ格納部３、解析データ格納部４、レベルセット関数更新部５、演
算結果出力部６等としての機能を発揮する。
【００２６】
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以下各部について説明する。
【００２７】
設計領域データ格納部１は、構造物の設計領域（当該設計領域を要素分割する構造格子
（メッシュ）情報を含む。）を示す設計領域データを格納するものである。なお、設計領
域データは、例えばユーザが入力手段１０３を用いることにより入力される。
【００２８】
レベルセット関数データ格納部２は、初期構造などの設計領域内にある構造を特定する
ためのレベルセット関数を示すレベルセット関数データを格納するものである。レベルセ
ット関数とは、初期構造が設定された設計領域の各部が、構造を形成し、物体により占め
られた物体領域（物体相）、空洞を形成する空洞領域（空洞相）、又はそれら領域の境界
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であるかを示すものであり、物体領域を表す値及び空洞領域を表す値の間の所定値が、物
体領域及び空洞領域の境界を表す。なお、レベルセット関数データは、例えばユーザが入
力手段１０３を用いることにより入力される。
【００２９】
境界条件データ格納部３は、前記設計領域（以下、固定設計領域ともいう。）の境界条
件を示す境界条件データを格納するものである。具体的な境界条件としては、例えば設計
領域の拘束条件、初期構造に作用する荷重等の外力（表面力）などである。なお、境界条
件データは、例えばユーザが入力手段１０３を用いることにより入力される。
【００３０】
解析データ格納部４は、最適構造を求めるときに用いる体積制約に必要な制約の条件値

20

及び変位場の解析に必要なヤング率やポアソン比の値等の材料定数である解析データを格
納している。なお、解析データは、例えばユーザが入力手段１０３を用いることにより入
力される。
【００３１】
レベルセット関数更新部５は、所定の制約条件下において、剛性、固有振動数等の構造
物の性能を目標値に近づけるようにレベルセット関数を更新して、物体領域と空洞領域と
の境界を移動させるとともに、レベルセット関数の更新に伴う物体領域内のトポロジー変
化（形態変化）を許容して物体領域内に新たな空洞領域（穴）を形成し、その新たな空洞
領域と物体領域との境界を移動させるものである。
【００３２】
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具体的にレベルセット関数更新部５は、レベルセット関数を変数とする関数族、物体領
域におけるエネルギー密度、空洞領域におけるエネルギー密度、及び界面エネルギー密度
により示されるエネルギー汎関数を、エネルギー汎関数最小化原理に従って、前記レベル
セット関数の時間発展を示す反応拡散方程式を算出し、当該反応拡散方程式を用いて前記
レベルセット関数を時間発展させることにより、前記レベルセット関数を更新する。なお
、レベルセット関数更新部５の具体的な機能については後述する。
【００３３】
演算結果出力部６は、レベルセット関数更新部５により更新されたレベルセット関数の
演算結果、つまり最適構造の形状を出力するもので、この実施形態ではディスプレイ１０
４に表示する。

40

【００３４】
＜構造最適化装置１００の動作＞
次にこのように構成した構造最適化装置１００の動作について図３を参照して説明する
。
【００３５】
まず、設計領域データ、レベルセット関数データ、境界条件データ及び解析データを入
力すべく入力手段１０３をユーザが操作する。ここで、ユーザにより入力されるレベルセ
ット関数データは、初期構造を示す初期のレベルセット関数を示すものである。
【００３６】
このようにして入力された各データをデータ受付部（図示しない）が受け付け、設計領
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域データを設計領域データ格納部１に、レベルセット関数データをレベルセット関数デー
タ格納部２に、境界条件データを境界条件データ格納部３に、解析データを解析データ格
納部４に格納する（ステップＳ１）。
【００３７】
次に、レベルセット関数更新部５が、レベルセット関数に対応する目的汎関数（剛性、
固有振動数等の構造物の性能を目標値に近づけるための汎関数）と制約汎関数（制約条件
を示す汎関数）とを有限要素法を用いて計算する。
【００３８】
そして、レベルセット関数更新部５は、目的汎関数値が収束したか否かを判断し（ステ
ップＳ３）、収束したならば、最適解が得られたと判断して最適化を終了し、その時のレ
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ベルセット関数を演算結果出力部６に出力する。一方、収束しない場合には、有限要素法
を用いてレベルセット関数を更新する（ステップＳ４）。このとき、レベルセット関数更
新部５は、制約条件（例えば体積制約）を満たすか否かを判断し（ステップＳ５）、更新
後に制約条件が満たされていれば、再び、ステップＳ２に戻る。一方、制約条件が満たさ
れていれば、後述する体積修正法を用いて、レベルセット関数を修正し（ステップＳ６）
、ステップＳ２に戻る。なお、初期構造の体積が体積制約と大きく異なる場合、２００ス
テップ程度をかけて体積が減少するように体積修正を行う。
【００３９】
以下に本実施形態に係る手法をレベルセット関数更新部５の機能とともに詳述する。
【００４０】

20

＜レベルセット法に基づく構造最適化問題＞
物体により占められている領域Ω(以下、物体領域)の存在が許容される固定領域Ｄ（以
下、固定設計領域）において、物体領域の構造最適化について考える。レベルセット法は
、固定設計領域Ｄにおいて、レベルセット関数と呼ばれるスカラー関数φ（ｘ）を導入す
る。そして、そのレベルセット関数φのゼロ等位面によって物体境界を陰的に表現する方
法である（図４参照）。
【００４１】
本実施形態では、後述のように、フェーズフィールド法の考え方に基づいてレベルセッ
ト関数φを時間発展させるため、レベルセット関数φに上限値と下限値を設定し、次式で
定義する。

30

【００４２】
【数１】

【００４３】
なお、物体領域内部において、レベルセット関数値が正の実数値であれば、同一の形状
を表現することになるので、上述の制約を設けることは許容される。
【００４４】

40

レベルセット法による形状表現を用いて、構造最適化問題を次式で定義する。
【００４５】
【数２】

【００４６】
ここで、Ｆは目的汎関数、Ｇは制約汎関数、Ｖｍａｘは許容される体積の上限値である
。また、目的汎関数Ｆは、エネルギー汎関数であり、物体領域における自由エネルギー密
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度、空洞領域における自由エネルギー密度及び境界エネルギー密度により表わされる。さ
らに、自由エネルギー密度は、レベルセット関数を変数とする関数族Ω（φ）により与え
られる。なぜなら、レベルセット関数φの値により各点の相が識別され、それにより自由
エネルギー密度が与えられるからである。すなわち、自由エネルギー密度はレベルセット
関数φの陽関数ではなく、物体形状Ωの陽関数である。また、レベルセット関数φから物
体形状Ωへの写像について考えてみると、それは一意ではないからである。
【００４７】
トポロジー最適化は、微小の空隙が至るところに散らばっているような多孔質のものや
、リブが極めて短い間隔で並ぶ板構造、混合体などの一般化された構造を最適設計解とし
て許容している。そのため、数値計算における空間的な離散化の大きさより小さい構造を
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表現することはできないので、構造の構造的な複雑さを示す複雑度を予め設定する。もし
くは、最適化問題の緩和をしなければならない。実用上の観点から、無限に微細な構造を
排除し、任意に構造の複雑度を設定することが望ましい。
【００４８】
この複雑度の設定方法は、フェーズフィールド法の考え方に基づき、境界エネルギーを
考慮したエネルギー汎関数を最小化させることにより、構造の複雑度（微細度）を陰的に
考慮することにする。すなわち、境界エネルギー項の拡散項が微細な構造を排除する機能
を有することによって、構造の複雑度が設定される。本実施形態においては、フェーズフ
ィールド法の境界エネルギー表現に着目し、陰的に構造の複雑度の設定を行う。すなわち
、式（２）、式（３）の構造最適化問題を、次式に示す境界エネルギー及び目的汎関数の
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和を最小化させる最適化問題に置き換えることにより、上述の問題を解決する方法を提案
する。
【００４９】
【数３】

【００５０】
ここで、目的汎関数Ｆの第二項が境界エネルギーを表すことになる。レベルセット関数

30

φが、フェーズフィールド法のフェーズフィールド変数と同様なプロファイルを持つこと
で、境界のエネルギーを表現することになるため、式（１）においてレベルセット関数φ
の上限値及び下限値を設定している。また、τは、境界エネルギーと目的汎関数Ｆとの比
を与えるパラメータであり、複雑度係数と呼ぶことにする。
【００５１】
＜反応拡散方程式＞
最適化問題、式（４）及び式（５）の最適解φを直接求めることは困難であるため、最
適化問題を、レベルセット関数φの時間発展方程式を解く問題に帰着させる。通常、外形
形状感度に基づき、次式に示す移流方程式に従って、レベルセット関数φを時間発展させ
ることにより、形状最適化を行う。

40

【００５２】
【数４】

【００５３】
ここで、ＶＮは物体境界の移流速度の法線成分であり、最適化問題の定式化より得られ
る外形形状感度を、これに置き換える。この方法は、基本的には形状最適化の方法である
ため、物体領域に空洞領域が創出されるようなトポロジー変化が許容されない問題を持つ
。そのため、恣意的に物体領域中に穴を創出する方法が提案されているが、パラメータの
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設定に大きく依存し、安定的に最適解を得るのは難しい。さらには、熱・構造の連成問題
、静電場・熱・構造の連成問題においては、極めて数値的に不安定であり、解の収束性が
悪いことが、多くの検討結果からわかっている。そのため、レベルセット関数φの滑らか
さが保障されており、かつ、物体領域に穴が創成されるようなトポロジー変化を許容した
時間発展方程式を解く問題に帰着させることが望ましい。
【００５４】
そこで本実施形態では、上述の問題を解決する方法として、界面拡散に基づいて界面の
移流を表現するフェーズフィールド法の考え方に着目し、フェーズフィールド法と同じ考
えにより、エネルギー汎関数最小化原理によって、レベルセット関数φに関する時間発展
方程式である反応拡散方程式を導出する。すなわち、次式に示すように、レベルセット関
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数φを時間発展させる駆動力は、目的汎関数Ｆの勾配に比例するものとする。
【００５５】
【数５】

【００５６】
ここで、Ｋ（φ）＞０は比例定数、δＦ／δφは目的汎関数Ｆの汎関数微分を表す。上
式に式（４）を代入すれば次式が得られる。
【００５７】
【数６】

20

【００５８】
ここで、Ｈ（φ）はヘビサイド関数を表す。また、形状Ω（φ）に対するレベルセット
関数φの感度ｄΩ／ｄφは、物体領域Ωにおいてレベルセット関数φが一定となるように
すれば、定数Ｃとして考えればよいことがわかる。したがって、上式を次式で置き換える
ことができる。
【００５９】

30

【数７】

【００６０】
比例定数Ｋと複雑度係数τがパラメータであることから、定数Ｃはパラメータとして取
り扱うことができ、レベルセット関数φのプロファイルが急峻になるようにＣを設定すれ
ばよい。また、境界条件については、予め物体領域境界であることが指定されている境界
∂ＤＮ（以下、非設計境界という。）においては、ディリクレ境界条件、その他の境界に
おいてはノイマン境界条件を与えることにより、固定設計領域Ｄ外部からの影響がないこ

40

とを表現する。このとき、時間発展方程式系は次式となる。
【００６１】
【数８】
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【００６２】
なお、フェーズフィールド法では、フェーズフィールド変数の関数を被積分関数とした
領域積分の勾配に比例するものとしていることに対して、本実施形態では、領域変動によ
る勾配に比例して、レベルセット関数φを時間発展させる点で異なる。その結果として、
フェーズフィールド法においては、時間発展の過程において、界面が移流するのみである
ことに対して、本実施形態で提案する方法では、物体領域内に空洞領域が創成されるよう
なトポロジー変化を許容している。また、従来の方法で用いられていた移流方程式（６）
は、レベルセット関数φの滑らかさが保障されていないことに対して、時間発展方程式（
１０）は反応拡散方程式と呼ばれる偏微分方程式であり、拡散項が含まれることにより、
レベルセット関数φの滑らかさが保障されていることを注記しておく。

10

【００６３】
体積制約については、ラグランジュ未定乗数法により体積制約を課す方法を用いる。こ
のとき、ラグランジュ乗数をλとすれば、時間発展方程式（９）は次式となる。
【００６４】
【数９】

【００６５】
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ラグランジュ乗数λについては、制約条件が活性であるとき、
【００６６】
【数１０】

【００６７】
である。したがって、式（１１）、式（１２）よりラグランジュ乗数λは次式で与えら
れる。

30

【００６８】
【数１１】

【００６９】
また、制約条件が非活性であるときは、次式となる。
【００７０】
【数１２】

40

【００７１】
以上より、ラグランジュ乗数λの値を求め、式（１０）に基づいてレベルセット関数φ
を初期値から更新させていき、目的汎関数Ｆが収束したときのレベルセット関数φが最適
構造を与える。
【００７２】
ここで、式（１０）に基づいてレベルセット関数φを時間発展させる場合、目的汎関数
Ｆが単調減少することを、次式より確かめることができる。
【００７３】

50

(11)

JP 5377501 B2 2013.12.25

【数１３】

【００７４】

10

なお、フェーズフィールド法においては、エネルギー密度は識別関数の関数としている
ため、境界∂Ｄが移流することにより、エネルギー汎関数が単調減少する。それゆえ、時
間発展の過程において、物体領域に空洞領域が創出されるようなトポロジー変化は許容さ
れない。これに対し、本実施形態の方法では物体形状の表現を関数族Ω（φ）を導入する
ことにより、物体形状の変化に対する勾配に比例して、レベルセット関数φが時間発展す
る。その結果、境界∂Ｄの移動に加えて、恣意的ではない自動的なトポロジー変化を許容
していることを注記しておく。
【００７５】
＜平均コンプライアンス最小化問題＞
線形弾性体で構成される物体領域と空洞領域の混在が許容される固定設計領域Ｄに対し
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、境界Γｕを完全拘束し、境界Γｔに表面力ｔ、物体領域に物体力ｂを作用させる構造問
題を考える。ただし、境界Γｕは、固定設計領域境界∂Ｄに固定されているものとする。
このとき、体積制約下で、平均コンプライアンスを最小化させる構造最適化問題は次式の
ように記述される。
【００７６】
【数１４】

30
【００７７】
ここで、上記式中の各表記は次式で定義される。
【００７８】
【数１５】

40
【００７９】
さらに、εはひずみテンソル、Ｆは弾性テンソル、Ｖｍａｘは体積の制約値を表し、Ｕ
は以下の式にて定義される変位関数空間である。
【００８０】
【数１６】

【００８１】
なお、表面力が作用する境界Γｔは常に物体境界である必要があるため、境界Γｔを非
設計境界∂ＤＮとする。
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【００８２】
次に、上の最適化問題に関するＫＫＴ条件を導くとともに、その結果から、レベルセッ
ト関数φの更新に必要な関数ｆ（ｘ）を与える。上述の定式化より、ラグラジュアンＦ
（Ω）は、ラグランジュ乗数λ、随伴変位場ｖを用いて以下のように記述される。
【００８３】
【数１７】

【００８４】
式（２３）を用いてＫＫＴ条件を導けば、次式となる。
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【００８５】
【数１８】

【００８６】
このＫＫＴ条件を満たすレベルセット関数φが最適解（最適構造）の候補となる。しか
し、これらを満たすレベルセット関数φを直接求めることは困難であるため、適当な初期
構造となるレベルセット関数φを与え、式（１１）を用いてレベルセット関数φを更新す
ることにより、ラグラジュアンＦ

（Ω）及び境界エネルギーの和を減少させる。

20

【００８７】
以下、式（１１）を用いてレベルセット関数φを更新する際に必要となるラグラジュア
ンの目的汎関数を与える関数ｆ

（ｘ）を導出する。ここで、随伴変位場ｖを次式と定義

することにより、最適化問題を自己随伴問題とする。
【００８８】
【数１９】

【００８９】
式（２３）に式（２５）を代入し、平衡方程式（２４）を用いれば、ラグラジュアンＦ
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（Ω）は次式となる。
【００９０】
【数２０】

【００９１】
したがって、目的汎関数を与える被積分関数ｆ

（ｘ）は次式となる。

【００９２】
【数２１】

【００９３】
＜反応拡散方程式の数値解法＞
次式に示すように、式（１０）を時間方向に対して、差分法による離散化を行う。
【００９４】
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【数２２】

【００９５】
ここで、Δｔは時間差分である。なお、式（１５）の第一式の拡散項τ∇２φを更新後

10

の値とすることにより、更新後のレベルセット関数φに対して、境界エネルギーによる拡
散効果を考えることができる。したがって、全更新ステップに対して拡散効果を考慮して
いることになる。
【００９６】
次に、有限要素法を用いて空間方向に離散化するために、式（２８）の弱形式を導出す
ると、次式となる。
【００９７】
【数２３】
20

【００９８】
ここでΦ〜は、次式にて定義されるものであり、レベルセット関数φに関する関数空間
である。
【００９９】

30

【数２４】

【０１００】
式（２９）を有限要素法を用いて離散化すれば、次式となる。
【０１０１】
【数２５】

40
【０１０２】
ここで、Φ（ｔ）は、時刻ｔにおける各節点のレベルセット関数値により構成されるベ
クトルであり、マトリックスＴ及びベクトルＹは次式で与えられる。
【０１０３】
【数２６】
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【０１０４】
本実施形態では、陰解法によりレベルセット関数φを更新するため、ＣＦＬ条件による
時間増分Δｔの制限がない。その結果、時間増分Δｔを増加させていくことにより、時刻
ｔが増加するとともに境界移動速度が徐々に遅くなる問題を回避することが可能となる。
なお、最初の更新ステップ２０回程度においては、レベルセット関数φの変動の最大値が
１程度となるように時間増分Δｔを設定し、徐々に時間増分を増大させることにする。
【０１０５】
＜オイラー座標系に基づく変位場の近似解析法＞
レベルセット関数φを更新させるためには、物体領域において変位場の解析をする必要
がある。ラグランジュ座標系に基づいて、物体領域の解析を行う場合、各更新ステップ毎

10

に物体形状が異なるため、逐次メッシュを生成する必要があるうえ、離散的に得られた変
位場を固定設計領域Ｄに写像しなければならない問題を持つ。さらに、最適化過程におい
て、変位固定部と連結していない物体領域が生じた場合、その物体領域では剛体モードを
持つ問題がある。そこで、本実施形態では、オイラー座標系に基づき、空洞領域では小さ
な縦弾性係数を持つ物体とみなし、境界近傍では縦弾性係数が空間的に滑らかに変化する
ものとして近似することにする。すわなち、平衡方程式（２４）を次式に置き換えること
により、物体形状を陽に抽出することなく変位場の解析を行う。
【０１０６】
【数２７】
20
【０１０７】
ここでＨｅ（φ）は次式で記述される関数である。
【０１０８】
【数２８】

30
【０１０９】
ここで、ｄは物体領域の縦弾性係数に対する空洞領域の縦弾性係数の相対値（比）、ｔ
は材料定数の遷移幅を示す値であり、どちらも十分に小さい正の値として設定する。また
、体積制約関数Ｇ（Ω）に関しても、次式の近似式を用いて求めることにする。
【０１１０】
【数２９】

【０１１１】

40

＜実装法の詳細について＞
パラメータＫ（φ）は、レベルセット関数φの関数であるため、境界∂Ｄの移動と構造
の形態変化の優先度の度合を決めるパラメータ（易動度）であることがわかる。すなわち
、境界近傍におけるＫ（φ）を大きく設定することは境界∂Ｄの移動を、トポロジー変化
（形態変化）に対して優先させることに相当する。多くの計算結果から、パラメータＫ（
φ）の設定によらず、同一の最適構造が得られることがわかった。この点に関して、Ｋ１
（φ）＝１（一定）と、φ＝０を中心としたガウス分布Ｋ２（φ）＝ｅｘｐ（−φ２）に
対して、数値例においてその結果を示す。なお、Ｋ１（φ）の場合は、φによらず一定で
あるため、境界∂Ｄの移動とトポロジー変化との優先度合が同程度、Ｋ２（φ）の場合は
φ＝０近傍の値が大きいため、境界∂Ｄの移動を優先させることになる。

50

(15)

JP 5377501 B2 2013.12.25

【０１１２】
また、ラグランジュ未定乗数法により体積制約を考慮する場合、各更新ステップにおけ
る体積制約に対する数値誤差は微小ではあるものの、繰り返し計算を行うことにより、そ
の数値誤差が累積される問題を持つ。そのため、体積制約を満たさない場合、レベルセッ
ト関数φに修正を加えることにより、体積修正を行う必要がある。本実施形態では、次式
を満たす微小値Δφ（ｘ）の最小値を二分法を用いて求め、新たにφ（ｘ）＋Δφ（ｘ）
をレベルセット関数φの値とする。
【０１１３】
【数３０】
10

【０１１４】
＜数値例＞
次に、本実施形態の構造最適化装置１００を用いて、上述した方法の妥当性を検討する
。
【０１１５】
図５（ａ）に設計問題１の設計領域Ｄと境界条件を示す。固定設計領域Ｄは８×１０−
２

ｍ×６×１０−２ｍの長方形領域とし、設計領域Ｄを要素長５×１０−４ｍの構造格子

で要素分割した。また、許容される体積の最大値Ｖｍａｘは、固定設計領域Ｄの４０％と

20

した。境界条件は、左端を完全変位拘束し、右端中央に下向きの表面力を作用させる。
【０１１６】
図５（ｂ）に設計問題２の設計領域Ｄと境界条件を示す。固定設計領域Ｄは８×１０−
２

ｍ×６×１０−２ｍの長方形領域とし、設計領域Ｄを要素長５×１０−４ｍの構造格子

で要素分割した。また、許容される体積の最大値Ｖｍａｘは、固定設計領域Ｄの５０％と
した。境界条件は、下端左側及び右側を完全変位拘束し、下端中央に下向きに表面力を作
用させる。
【０１１７】
変位場の解析には、設計問題１及び設計問題２のいずれの場合においても、４節点のア
イソパラメトリック４角形平面応力要素、レベルセット関数φの更新には、４節点のアイ

30

ソパラメトリック４角形要素を用いた。解析モデルの材料は、いずれの場合も、等方性材
料を想定し、材料定数は縦弾性係数を２１０ＧＰａ、ポアソン比を０．３とした。さらに
式（３５）において定義された空洞領域の縦弾性係数の物体領域の縦弾性係数に対する比
ｄを１×１０−６、陰的な遷移幅の設定値ｔを０．１と設定した。
【０１１８】
＜パラメータＫ（φ）に関する比較＞
最初に、パラメータＫ（φ）に対する比較を行った。
【０１１９】
初期構造を固定設計領域Ｄの上部２／３を占めている構造とし、複雑度係数τを０．０
７、Ｃ＝１／ｍａｘ（ｆ（ｘ））と設定し、設計問題１に対して最適化を行った。

40

【０１２０】
Ｋ１（φ）＝１とした場合の初期構造、最適化過程の構造及び最適構造を図６に示す。
同様に、Ｋ２（φ）＝ｅｘｐ（−φ２）とした場合の初期構造、最適化過程の構造及び最
適構造を図７に示す。図６及び図７中、黒色部分が物体領域であり灰色部分が空洞領域で
ある。図６及び図７の結果を比較すると、最適化過程の様子が異なり、境界∂Ｄの移動を
優先させている図７の結果の方が、速く境界∂Ｄが移動している様子が分かる。また、得
られた最適構造は同一の構造であり、明瞭かつ物理的に妥当な結果が得られていることが
分かる。
【０１２１】
＜初期構造に関する比較＞
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次に、異なる初期構造を設定し、設計問題１に対して最適化を行った。
【０１２２】
一方（Ｃａｓｅ１）の初期構造は、図８の（ａ）に示すように、固定設計領域Ｄの全領
域が物体領域に占められている構造とし、他方（Ｃａｓｅ２）の初期構造は、図９の（ａ
）に示すように、Ｃａｓｅ１の初期構造において穴が２つ空いた構造とした。また、Ｃａ
ｓｅ１及びＣａｓｅ２のいずれも、複雑度係数τは０．０７、その他のパラメータはそれ
ぞれ、Ｋ１（φ）＝１、Ｃ＝１／ｍａｘ（ｆ（ｘ））とした。図８及び図９の（ｂ）及び
（ｃ）に最適化過程、（ｄ）に最適構造を示す。得られた結果は同一の最適構造であり、
物理的にも妥当な構造であることが分かる。
【０１２３】

10

＜複雑度係数に関する比較＞
次に、複雑度係数τの設定値を変化させて、設計問題１及び設計問題２に対して最適化
を行った。
【０１２４】
ここで、固定設計領域Ｄの全領域が物体領域により占められた構造を初期構造とし、Ｋ
１（φ）＝１、Ｃ＝１／ｍａｘ（ｆ（ｘ））とした。また、設計問題１において、複雑度

係数τは、Ｃａｓｅ１の設定値を０．５とし、Ｃａｓｅ２の設定値を０．０５とし、Ｃａ
ｓｅ３の設定値を０．０３とした。一方、設計問題２において、Ｃａｓｅ１の設定値を０
．０１とし、Ｃａｓｅ２の設定値を０．００５とし、Ｃａｓｅ３の設定値を０．０００１
とした。なお、いずれの設計問題においても、Ｃａｓｅ２の方が複雑度係数τの値が小さ

20

いので、より複雑な（詳細な）構造を最適解として許容していることになる。
【０１２５】
図１０に設計問題１におけるＣａｓｅ１、Ｃａｓｅ２及びＣａｓｅ３の最適構造を示し
、図１１に設計問題２におけるＣａｓｅ１、Ｃａｓｅ２及びＣａｓｅ３の最適構造を示す
。これらの図により、いずれの場合も物理的に妥当な最適構造が得られていることが分か
った。さらに、複雑度係数τの大きさによって、最適構造の複雑度が異なることが分かる
。したがって、本実施形態で提案する方法は、複雑度係数の設定により、構造の複雑度を
陰的に設定可能であり、最適構造の複雑度を定性的に考慮可能な方法であることを確かめ
ることができた。
【０１２６】

30

＜製造上の制約（等断面制約）を付加した場合の最適化＞
図１２に等断面制約を設けた場合の最適化における設計領域及び境界条件を示す。固定
設計領域Ｄは、２．０ｍ×０．８ｍ×０．１５ｍの直方体領域とし、その下部に２．０ｍ
×０．８ｍ×０．０５ｍの直方体形状をなす非設計領域を設定した。境界条件は、長手方
向両端部を完全変位拘束し、非設計領域の下面全面に下向きに表面力を作用させた。
【０１２７】
このとき、最適構造がＸ３方向に等断面となるように幾何学的制約を付加した。具体的
には、複雑度係数τを異方性とし、等断面としたい方向の複雑度係数をその他の複雑度係
数よりも十分に大きく設定する。つまり、各軸方向における複雑度係数τ（Ｘ１）、τ（
Ｘ２）、τ（Ｘ３）において、τ（Ｘ３）をτ（Ｘ１）及びτ（Ｘ２）に比べて十分大き

40

く設定する（τ（Ｘ３）≫τ（Ｘ１）、τ（Ｘ２））。
【０１２８】
図１３に（Ａ）「等断面制約なし」の場合の最適構造、及び（Ｂ）「等断面制約あり」
の場合の最適構造を示す。これらの図より、複雑度係数τを異方性（τ（Ｘ３）≫τ（Ｘ
１）、τ（Ｘ２））とすることによって、等断面制約を付加した最適構造を得ることが分

かる。
【０１２９】
＜熱拡散問題＞
上記の比較例等においては、剛性最大化問題に適用した場合について説明したが、熱拡
散問題に適用することもできる。熱拡散問題としては、熱伝導問題、熱伝達問題及び内部
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発熱問題が考えられる。
【０１３０】
以下に具体例として、熱伝達問題及び内部発熱問題について説明する。
【０１３１】
＜熱拡散最大化問題の定式化＞
線形熱伝導体で構成される物体領域と空洞領域で構成される固定設計領域Ｄに対し、境
界Γｔにおいて温度Ｔ０で温度規定、境界Γｈにおいて熱伝達係数ｈの熱伝達境界、境界
Γｑにおいて熱流束ｑの熱流束境界、固定設計領域Ｄに対して内部発熱Ｑが与えられてい
る熱拡散最大化問題について考える。但し、境界Γｔ及び境界Γｑは、固定設計領域Ｄの
境界∂Ｄ上に設定しているものとする。また、境界Γｈは固定設計領域内部において、物

10

体領域の境界上で設定され、設計変数であるレベルセット関数の値に依存して決定される
設計変数依存性の境界条件となる。このとき、熱拡散最大化問題は、次式に示す全ポテン
シャルエネルギー最大化問題として定式化される。
【０１３２】
【数３１】

20

【０１３３】
ここで、上式中の各表記は次式で定義される。
【０１３４】
【数３２】

30

【０１３５】
さらに、κは熱伝導テンソル、Ｔａｍｐは周囲温度を表し、Ｕｔは以下の式にて定義さ
れる温度関数空間である。
【０１３６】
【数３３】
40

【０１３７】
なお、式（４３）におうては、全ポテンシャルエネルギーにマイナス符号を付加し、目
的関数の最小化問題として定式化している。
【０１３８】
＜熱拡散問題の数値例（熱伝達問題）＞
図１４に設計領域と境界条件を示す。固定設計領域は１×１０−２ｍ×１×１０−２ｍ
の正方形領域とし、設計領域を要素長５．０×１０−５ｍの構造格子で要素分割した。図
に示すように、左端下方と下端左方をＴ０＝５０℃で温度設定し、その他の境界では断熱
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境界を与える。また、固定設計領域内部において、熱伝達率ｈ＝０．１Ｗ／（ｍ２Ｋ）、
周囲温度Ｔａｍｐ＝２５℃の下で、熱伝達境界を与える。許容される体積の最大値Ｖｍａ
ｘは固定設計領域の６０％とした。また、熱伝達境界を定義するためには、初期構造に物

体領域と空洞領域との境界が少なくとも一箇所必要となるため、図１５（ａ）に示すよう
に、初期構造を左下の角を中心とした１／４円弧とした。
【０１３９】
図１５の（ｂ）〜（ｅ）に、複雑度係数τを５×１０−４、１×１０−４、５×１０−
５

、１×１０−５に設定した場合に得られた最適構造を示す。図１５より複雑度係数の設

定値により、フィン形状の複雑さが変化することが分かった。また、いずれの場合も物理
10

的に妥当な最適構造が得られていることが分かる。
【０１４０】
＜熱拡散問題の数値例（内部発熱問題）＞
図１６に内部発熱問題の設計領域及び境界条件を示す。固定設計領域は１×１０−２ｍ
×１×１０−２ｍの正方形領域とし、設計領域を要素長２．５×１０−５ｍの構造格子で
要素分割した。図１６に示すように、上端中央をＴ０＝２５℃で温度設定し、その他の境
界では断熱境界を与える。また、固定設計領域内部において、熱量Ｑ＝１．０×１０−７
Ｗ／ｍ３を与え、許容される体積の最大値Ｖｍａｘは固定設計領域の４０％とした。初期
構造は、固定設計領域の全領域が物体に占められた構造とした。ここでは、複雑度係数と
最適構造との関係を調べるために、複雑度係数を変化させて最適化を行った。
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【０１４１】
−５

図１７の（ａ）〜（ｄ）に、複雑度係数τを５×１０
６

、１×１０

−５

−

、５×１０

−６

、１×１０

に設定した場合に得られた最適構造を示す。なお、設計領域は左右対称

であるため、右半分のみ最適化解析を行った。これらの結果により、この設計問題におい
ても、複雑度係数の設定により、最適構造の複雑さが変化していることが分かる。また、
いずれの場合も物理的に妥当な最適構造が得られていることが分かる。
【０１４２】
＜本実施形態の効果＞
このように構成した本実施形態に係る構造最適化装置１００によれば、物体領域Ωを表
す値及び空洞領域を表す値の間の所定値が、物体領域Ω及び空洞領域の境界∂Ｄを示すレ
ベルセット関数φを用いていることにより、最適構造の明確な形状表現を可能にすること
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ができる。また、物体領域Ω及び空洞領域間の境界∂Ｄを移動させるとともに、物体領域
Ω内でのトポロジー変化を許容して新たに生じる境界∂Ｄを移動させるようにレベルセッ
ト関数φを更新することにより、物体領域Ωでのトポロジー変化を許容する等の自由度の
高い構造最適化を可能にすることができる。
【０１４３】
なお、本発明は前記実施形態に限られるものではなく、その趣旨を逸脱しない範囲で種
々の変形が可能であることは言うまでもない。
【０１４４】
例えば、前記実施形態の構造最適化装置は、剛性最大化問題又は熱拡散最大化問題に適
用したものであったが、その他固有振動数最大化問題など、種々の構造問題に適用するこ
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とができる。
【産業上の利用可能性】
【０１４５】
本発明を適用することにより、最適構造の明確な形状表現を可能にし、物体領域Ωでの
トポロジー変化を許容する等の自由度の高い構造最適化を可能にすることができる。
【符号の説明】
【０１４６】
１００・・・構造最適化装置
Ｄ

・・・設計領域

Ω

・・・物体領域
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(19)
∂Ω

・・・領域の境界

φ

・・・レベルセット関数

１

・・・設計領域データ格納部

２

・・・レベルセット関数データ格納部

５

・・・レベルセット関数更新部
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